各地域づくり団体都道府県協議会会長（代表者）・担当者一覧表
No

都道府県

役職

1 北海道

都道府県協議会名

会長（代表者）

役職名

担当部署・事務局

（県担当課）

笹森 穣

北海道総合政策部地域創生局地域政策課長 北海道総合政策部地域創生局地域政策課

担当者役職

氏名

〒

住

所

主事

八木橋 大希

060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目

2022/5/6 現在

電話番号

ファックス番号

Eメールアドレス

ホームページアドレス

011－204－5795

011-232-1053

yagihashi.daiki@pref.hokkaido.lg.jp

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/chicho/dantai.htm
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/chikatsu/networkkyogikai.html

2 青森県

会長

青森県地域づくりネットワーク推進協議会

森田 泰男

未来創造ひらない塾 会長

青森県企画政策部地域活力振興課

主事

工藤 聖也

030-0851

青森市長島1-1-1

017-734-9147

017-734-8027

seiya_kudo@pref.aomori.lg.jp
chikatsu@pref.aomori.lg.jp

3 岩手県

会長

岩手県地域づくり連絡会議

高井 知行

ふるさと振興部地域振興室地域企画監

岩手県ふるさと振興部地域振興室

主査

伊藤 知紀

020-8570

盛岡市内丸10-1

019－629－5183

019－629－5254

AB0007@pref.iwate.jp
tomonori-i@pref.iwate.jp

https://www.pref.iwate.jp

4 宮城県

会長

みやぎ地域づくり団体協議会

赤坂 隆一

まちづくり遊楽塾 座長

宮城県企画部地域振興課調整班

主査

佐藤 勇樹

980-8570

仙台市青葉区本町3-8-1

022-211-2423

022-211-2442

tisinc@pref.miyagi.lg.jp

http://www.pref.miyagi.jp/site/tiikisinnkou/chiikidukuri.html

5 秋田県

会長

秋田県地域づくり団体協議会

小原 友明

秋田県あきた未来創造部地域づくり推進課長 秋田県あきた未来創造部地域づくり推進課

主事

斉藤 福美

010-8570

秋田市山王4-1-1

018-860-1237

018-860-3875

chiiki@pref.akita.lg.jp

http://www.pref.akita.lg.jp/

6 山形県

会長

ふるさと山形塾ネットワーク

早坂 信一

ＮＰＯ法人やまがた絆の架け橋ネットワーク代表 ＮＰＯ法人やまがた絆の架け橋ネットワーク

会長

早坂 信一

991-0031

寒河江市本町2-8-3 フローラSAGAE2階

0237-85-1070

0237-85-1071

s-hayasaka@kakehasi.jpn.org

7 福島県

代表者

福島県まちづくり会議

上野台 直之

福島県企画調整部地域振興課長

福島県企画調整部地域振興課

主事

近藤 彩愛

960-8670

福島市杉妻町2-16

024-521-7114

024-521-7912

tiikishinkou@pref.fukushima.lg.jp

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/

8 茨城県

会長

地域づくり団体茨城県協議会

北村 孔敬

茨城県政策企画部長

茨城県政策企画部地域振興課

主事

吉田 杏奈

310-8555

水戸市笠原町978-6

029-301-2732

029-301-2739

chikei1@pref.ibaraki.lg.jp

http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/chikei/keikaku/dantai/dantai.html

9 栃木県

会長

地域づくり団体栃木県協議会

鈴木 英樹

栃木県総合政策部長

栃木県総合政策部地域振興課

主事

畑 実枝子

320-8501

宇都宮市塙田1-1-20

028-623-2257

028-623-2234

shien@pref.tochigi.lg.jp

http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/shinkou/shinkou/chiikizukuridantaikyogikai/index.html

10 群馬県

会長

群馬県地域づくり協議会

椎名 祐司

市議会議員

群馬県地域創生部地域創生課

副主幹

黒澤 和行

371-8570

前橋市大手町1-1-1

027-226-2352

027-243-3110

chiikisien@pref.gunma.lg.jp

http://www.pref.gunma.jp/04/b1510056.html

11 埼玉県

会長

地域づくりネットワーク埼玉県協議会

仲山 良二

埼玉県企画財政部地域経営局長

埼玉県企画財政部地域政策課

主任

佐々木 賢太

330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-2771

048-830-4741

a2760-02@pref.saitama.lg.jp

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0106/chiikidukuri/index.html

12 千葉県

会長

地域づくり団体千葉県協議会

鳴田 真也

千葉県総務部市町村課長

千葉県総務部市町村課自治振興室

主事

齋藤 望

260-8667

千葉市中央区市場町1-1

043-223-2362

043-224-0989

sityou1@mz.pref.chiba.lg.jp

http://www.pref.chiba.lg.jp/shichou/index.html

13 東京都

会長

東京都地域づくり団体協議会

小笠原 雄一

東京都総務局行政部長

東京都総務局行政部振興企画課

主事

小林 茜

163-8001

新宿区西新宿2-8-1

03-5388-2407

03-5388-2417

Akane_1_Kobayashi@member.metro.tokyo.jp

14 神奈川県

会長

神奈川県地域づくり団体協議会

高安 賢昌

神奈川県政策局自治振興部長

神奈川県政策局自治振興部地域政策課

事務補助員

中森 和美

231-8588

横浜市中区日本大通1

045-210-1111（内選3278）

045-210-8837

tiikirenkei@pref.kanagawa.lg.jp

15 新潟県

会長

地域づくり団体新潟県協議会

森永 正幸

新潟県知事政策局長

新潟県知事政策局地域政策課

主任

野村 匡史

950-0871

新潟市中央区新光町4-1

025-280-5088

025-280-5227

ngt000200@pref.niigata.lg.jp

（県担当課）

福島 潔

富山県地方創生局参事
富山県地方創生局ワンチームとやま推進室地
ワンチームとやま推進室地方創生・移住交
方創生・移住交流課
流課長

主任

高嶋 美由紀

930-8501

富山市新総曲輪1-7

076-444-3122

076-444-4561

aoneteamtoyama@pref.toyama.lg.jp（室メー
ル）
miyuki.takashima@pref.toyama.lg.jp（高嶋）

16 富山県

chiiki1@pref.ishikawa.lg.jp
k-wakaba@pref.ishikawa.lg.jp
shimachi-kyodo@pref.fukui.lg.jp
d-kotakehara-5i@pref.fukui.lg.jp

http://www.pref.kanagawa.jp/

https://www.pref.toyama.jp/140401//140406/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/20/140406.html

http://www.pref.ishikawa.jp/shinkou/dukurikyou/

17 石川県

会長

石川地域づくり協会

光永 祐子

石川県企画振興部長

石川県企画振興部地域振興課

主任主事

若林 恵一朗

920-8580

金沢市鞍月1-1

076-225-1335（内線3685）

076-225-1323

18 福井県

会長

福井県地域づくりネットワーク協議会

北畑 茂和

地域戦略部市町協働課長

福井県地域戦略部市町協働課

主査

小竹原 大介

910-8580

福井市大手3-17-1

0776-20-0262

0776-20-0631

19 山梨県

会長

山梨県地域づくり団体協議会

小林 厚

山梨県県民生活部長

山梨県県民生活部県民生活総務課

専門員

荻原 武

400-8501

甲府市丸の内1-6-1

055‐223-1350

055-223-1320

kenmin-skt@pref.yamanashi.lg.jp

http://www.pref.yamanashi.jp/kenmin-skt/10_053.html

20 長野県

会長

地域づくりネットワーク長野県協議会

竹内 充

風土考房トナカイ 代表

長野県企画振興部地域振興課

主任

渡辺 智彦

380-0957

長野市南長野幅下692-2

026-235-7021

026-232-2557

katsuryoku@pref.nagano.lg.jp

http://ynet.happygate.co.jp/

21 岐阜県

会長

地域づくり団体岐阜県協議会

長尾 安博

岐阜県清流の国推進部長

岐阜県清流の国推進部地域振興課

主事

水野 綾音

500-8570

岐阜市薮田南2-1-1

058-272-8078

058-278-3530

c11143@pref.gifu.lg.jp

22 静岡県

代表幹事

しずおか未来づくりネットワーク

小櫻 義明

静岡大学名誉教授

静岡県経営管理部地域振興局地域振興課

主事

山本 緋菜多

420-8601

静岡市葵区追手町9-6

054-221-2054

054-271-5494

chiiki-shinko@pref.shizuoka.lg.jp

https://www.pref.shizuoka.jp/a_content/5_06.html

23 愛知県

会長

愛知県地域づくり団体交流協議会

水野 春美

愛知県総務局総務部市町村課地域振興室長 愛知県総務局総務部市町村課地域振興室

主事

岩田 有加

460-8501

名古屋市中区三の丸3-1-2

052-954-6066

052-954-6981

chiiki-shinko@pref.aichi.lg.jp

https://www.pref.aichi.jp/shichoson/
http://www.pref.mie.lg.jp/CHIIKI/HP/87367000001.htm
http://www.pref.shiga.lg.jp/

24 三重県

会長

みえ地域づくり団体交流会議

神田 和弘

三重県地域連携部地域づくり推進課長

三重県地域連携部地域づくり推進課

主任

藤本 亜美

514-8570

津市広明町13

059-224-2351

059-224-2219

chiiki@pref.mie.lg.jp（所属）
fujima01@pref.mie.lg.jp（担当者）

25 滋賀県

課長

（県担当課）

萩原 良智

滋賀県総務部市町振興課長

滋賀県総務部市町振興課

主事

玉井 望美

520-8577

大津市京町4-1-1

077-528-3243

077-528-4820

bh0001@pref.shiga.lg.jp

26 京都府

会長

京都府地域づくり交流ネットワーク推進協議会

岡本 孝樹

京都府政策企画部長

京都府政策企画部

松下 千馬

602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

075-414-4385

075-414-4389

27 大阪府

会長

大阪府地域づくり団体協議会

西井 秀孝

大阪府総務部市町村局振興課課長補佐

大阪府総務部市町村局振興課

市村 友憲

540-8570

大阪市中央区大手前2-1-22

06-6944-9110

06-6944-6098

28 兵庫県

代表運営委員

078－341－7711（内線 2357）

29 奈良県

主事

chiikiseisaku@pref.kyoto.lg.jp

ひょうごふるさとづくり交流会議

山北 貴子

兵庫県企画部地域振興課

事務局員

川口 あかね

650-8567

078-362-3950

chiikishinkou@pref.hyogo.lg.jp

奈良県地域づくり団体協議会

小西 倫子

奈良県文化・教育・くらし創造部教育振興課長 奈良県文化・教育・くらし創造部 教育振興課

係長
主事

上辻 裕実
宮越 梨花

630-8501

奈良市登大路町30

0742-27-8919

0742-22-7215

kyoikus@office.pref.nara.lg.jp

技師

菊池 悠太

640-8585

和歌山市小松原通1-1

073-441-2371

073-441-2377

e0202001@pref.wakayama.lg.jp
kikuchi_y0001@pref.wakayama.lg.jp
info@tottori-katsu.net
tsubaki@tottori-katsu.net
chiiki@teiju.or.jp
oga@teiju.or.jp

http://web.pref.hyogo.jp/
http://www3.pref.nara.jp/chiiki/mahoroba/

30 和歌山県

会長

地域づくりネットワーク和歌山県協議会

長尾 尚佳

和歌山県企画部長

31 鳥取県

会長

（公財）とっとり県民活動活性化センター

毛利 葉

（公財）とっとり県民活動活性化センター理事長 （公財）とっとり県民活動活性化センター

企画員

椿 善裕

682-0023

倉吉市山根557-1パープルタウン2階

0858-24-6460

0858-24-6470

32 島根県

会長

島根県地域づくりネットワーク協議会

細田 浩之

（公財）ふるさと島根定住財団事務局長

（公財）ふるさと島根定住財団地域活動支援課

課長

小笠原 勝司

690-0003

松江市朝日町478－18 松江テルサ3階

0852-28-0690

0852-28-0692

33 岡山県

会長

地域づくり団体岡山県協議会

池永 亘

岡山県県民生活部長

岡山県県民生活部県民生活交通課

主事

河野 千裕

700-8570

岡山市北区内山下2-4-6

086-226-7247

086-232-5354

harenokuninet@pref.okayama.lg.jp

https://www.pref.okayama.jp/page/698095.html

（県担当課）

兼田 洋一

広島県地域政策局地域力創造課長

広島県地域政策局地域力創造課

主査

奥村 奈津子

730-8511

広島市中区基町10-52

082-513-2614

082-224-1977

chisouzou@pref.hiroshima.lg.jp

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/

34 広島県
35 山口県

会長

地域づくり団体山口県協議会

藤田 昭弘

和歌山県企画部地域振興局地域政策課

http://www.pref.kyoto.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/

神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県企
画部地域振興課

兵庫県企画部地域振興課

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sityousinkou/

主事

a12100@pref.yamaguchi.lg.jp
awayama.kotono@pref.yamaguchi.lg.jp
enomoto_saori_1@pref.tokushima.jp
tokushimagurashioenka@pref.tokushima.jp

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020200/chiiki-dukuri/index.html

http://tottori-katsu.net/
https://www.teiju.or.jp/ （定住財団オフィシャルサイト）
https://furefure-shimane.jp/ （地域活動支援課サイト）

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/

山口県環境生活部長

山口県環境生活部県民生活課

粟山 琴乃

753-8501

山口市滝町1-1

083-933-2614

083-933-2629

榎本 早織

770-8570

徳島市万代町1-1

088-621-2745

088-621-2890

田岡 一樹

760-8570

高松市番町4-1-10

087-832-3105

087-831-1165

chiiki@pref.kagawa.lg.jp

上田 昌宏

790-0065

松山市宮西1-5-19
愛媛県商工会連合会館3階
(公財)えひめ地域政策研究センター内

089-926-2200

089-926-2205

m-ueda@ecph.or.jp

http://www.ecks.or.jp/

山内 昌彦

780-8570

高知市丸ノ内1-2-20

088-823-9739

088-823-9258

070101@ken.pref.kochi.lg.jp

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/070101/

36 徳島県

会長

徳島県地域づくりネットワーク協議会

佐藤 泰司

徳島県政策創造部地方創生局長

徳島県政策創造部地方創生局とくしま回帰推進
主任主事
課 集落・地域再生担当

37 香川県

会長

香川県地域づくり団体協議会

佐々木 宏樹

香川県政策部地域活力推進課長

香川県政策部地域活力推進課

主任

38 愛媛県

会長

愛媛県ふるさとづくりネットワーク推進会議

一政 恒之

愛媛県企画振興部政策企画局地域政策課長 （公財）えひめ地域政策研究センター

39 高知県

会長

高知県地域づくり連絡会議

中村 剛

高知県中山間振興・交通部長

40 福岡県

会長

地域づくりネットワーク福岡県協議会

黒岩 一文

福岡県企画・地域振興部市町村振興局長 福岡県企画・地域振興部広域地域振興課

主任主事

姫野 真由美

812-8577

福岡市博多区東公園7-7

092-643-3210

092-643-3164

chiikishinkou-01@pref.fukuoka.lg.jp

http://www.chiikinet-fuku.org/

41 佐賀県

会長

佐賀県地域づくりネットワーク協議会

吉原 俊樹

ＮＰＯ法人 ＣＳＯかんざき 副代表理事

NPO法人佐賀県CSO推進機構

理事

鈴木 宣雄

840-0824

佐賀市呉服元町2-24
呉服元町ビル10号

0952-26-2378

0952-26-2227

saga-chiiki@min-nano.org
suzuki@pica2.link

https://www.facebook.com/chiikinet.saga/

42 長崎県

会長

長崎県地域づくりネットワーク協議会

早稲田 智仁

長崎県 地域振興部長

長崎県市町村総合事務組合 行政課

主事

山村 修生

850-0875

長崎市栄町4-9長崎県市町村会館内

095-827-5511

095-824-6993

yamamura@nagasaki-chosonkai.gr.jp

http://www.nagasaki-chiikinet.com/

43 熊本県

会長

火の国未来づくりネットワーク

遠山 好勝

中山間松尾集落 会長

田舎の体験交流館さんがうら運営委員会

事務局長

小川 聡

869-6402

熊本県球磨郡球磨村大字三ヶ浦乙629-3

0966-32-0443

0966-32-0443

info@sangaura.com

https://hinokuni.org/

44 大分県

会長

地域づくり大分県協議会

藤川 将護

企画振興部おおいた創生推進課長

企画振興部おおいた創生推進課

主幹

後藤 賢一

870-0163

大分市大手町3-1-1

097-506-2125

097-506-1804

goto-kenichi2@pref.oita.lg.jp

https://www.pref.oita.jp/soshiki/10112/

金丸 美保子

880-0811

宮崎市錦町1-10
0985-74-7075
宮崎グリーンスフィア壱番館KITENビル3階

0985-74-7076

info@miyazaki-ksc.org

http://miyazakinet.main.jp/

松元 潤平

813-0012

福岡市東区香椎駅東４－５２－６

090-8406-8859

mj0919@i.softbank.jp

http://nanfuru.web.fc2.com/

伊波 晋

900-0029

那覇市旭町116-37
自治会館6階

098-862-9390

iha@oflp.jp

http://oｆｌp.jp/

45 宮崎県

会長

アドバイザー

高知県中山間振興・交通部中山間地域対策課 主幹

宮崎県地域づくりネットワーク協議会

島中 星輝

（株）ブリング 代表取締役

みやざきNPO・協働支援センター

46 鹿児島県

南のふるさとづくり協議会

中村 周二

がらっぱ王国 代表

南のふるさとづくり協議会 鹿児島ブロック

47 沖縄県

（公社）沖縄県地域振興協会

宮城 優

（公社）沖縄県地域振興協会専務理事

（公社）沖縄県地域振興協会

副会長

098-862-9396

